
○･･･大会新 △･･･大会タイ 実施日 令和4年8月21日

所属 記録 所属 記録 所属 記録

一　般 男  50m自由形 加藤　凛 RSC富士 25.76 伊藤　洋来 PROMETHEUS 26.06 細澤　圭希 静岡市消防局 27.77

３０歳     平泳ぎ 望月　颯太 富士市役所 31.88 加藤　凛 RSC富士 32.80 細澤　圭希 静岡市消防局 34.42

未　満     背泳ぎ 中野　利晃 富士ST 46.84

    バタフライ 〇 伊藤　洋来 PROMETHEUS 25.93 福井　拓哉 静岡市消防局 30.12 石山　丈太 吉工OB 30.71

女  50m自由形 高橋　左知代 富士市役所 28.99 土屋　咲月 30.88 芦川　仁菜 せせらぎ三島 38.03

    平泳ぎ 土屋　咲月 37.72

    背泳ぎ

    バタフライ

一　般 男  50m自由形 佐野　元太 静岡市消防局 26.43 増田　翔 静岡市消防局 27.09 菱田　康太郎 せせらぎ三島 35.99

30歳代     平泳ぎ 佐野　元太 静岡市消防局 33.94 鈴木　勇太 48.40

    背泳ぎ 園川　湧斗 富士市役所 29.57

    バタフライ

女  50m自由形 齊藤　裕子 32.37 前嶋　絵里香 富士ST 33.05 佃　紀江 RSC富士 42.29

    平泳ぎ 〇 前嶋　絵里香 富士ST 41.22

    背泳ぎ 佃　紀江 RSC富士 47.86 大日向　明花 RSC富士 56.06

    バタフライ

一　般 男  50m自由形 芦川　陽介 RSC富士 27.83 神谷　隼人 富士ST 28.17 崎本　佑 せせらぎ三島 28.67

40歳代     平泳ぎ 〇 神谷　隼人 富士ST 34.49 藤井　重克 富士ST 42.08 小泉　信寿 42.90

    背泳ぎ 片桐　大介 富士ST 44.59

    バタフライ 崎本　佑 せせらぎ三島 32.22 田村　恭嗣 コニカミノルタ静岡 32.79

女  50m自由形 佐野　亜衣 RSC富士 33.40 髙木　貴子 34.93 遠藤　珠枝 40.28

    平泳ぎ 〇 菊田　由香里 44.70 遠藤　珠枝 56.19

    背泳ぎ 〇 髙木　貴子 41.12

    バタフライ 〇 佐野　亜衣 RSC富士 34.11

一　般 男  50m自由形 〇 新村　啓祐 RSC富士 26.76 佐野　洋文 RSC富士 32.53 西堀　英治 富士ST 33.19

50歳代     平泳ぎ 〇 吉田　克史 36.60 山本　光輝 富士ST 40.16 佐野　洋文 RSC富士 40.55

    背泳ぎ 中野　智章 富士ST 34.63

    バタフライ 西堀　英治 富士ST 38.53

女  50m自由形 宇野　礼子 富士ST 38.04

    平泳ぎ 〇 宇野　礼子 富士ST 52.58 栗田　節子 1:12.29

    背泳ぎ 〇 勝又　まゆみ 富士ST 38.64

    バタフライ

一　般 男  50m自由形 笹谷　純治 A-1SC長泉 38.72 住田　宏己 40.13 高橋　明 富士ST 41.61

60歳代     平泳ぎ 土屋　義仁 41.51 植松　陽一 48.20

    背泳ぎ 住田　宏己 51.25 高橋　明 富士ST 1:04.14

    バタフライ 笹谷　純治 A-1SC長泉 56.25 木下　勇 富士ST 1:11.44

女  50m自由形 赤池　久美子 富士ST 48.58 高橋　典子 富士ST 52.64 鈴木　誠子 富士ST 56.74

    平泳ぎ

    背泳ぎ

    バタフライ 高橋　典子 富士ST 1:16.28

一　般 男  50m自由形 小貫　峻 富士靴下 42.29 稲葉　英夫 44.08 宇佐美　弘 50.40

70歳     平泳ぎ 〇 古澤　友樹 泉友SC 41.04 丸山　満 富士ST 56.68 稲葉　英夫 59.91

以　上     背泳ぎ 〇 古澤　友樹 泉友SC 43.95 棟近　正憲 富士ST 55.73 宇佐美　弘 1:01.72

    バタフライ 棟近　正憲 富士ST 1:05.36

女  50m自由形

    平泳ぎ

    背泳ぎ

    バタフライ

事業所 男女 200m混合フリーリレー 日本平WR 1:48.28 富士市役所 1:51.33 吉工ＯＢ　Ｂ 1:55.85

対　抗 　混合メドレーリレー 富士市役所 2:04.57 静岡消防 2:06.95 吉工ＯＢ　Ｂ 2:14.87

３　　位
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